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このメールは、熊本商工会議所メールマガジンにご登録頂き
ました方に送付しております。
日々変化する経済環境の中、皆様のお役に立つ情報源の一つ
として、ご活用いただければ幸いです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
◆第 5 回ビジネスプラン・アイデアコンテスト
最終審査会＆特別講演会
http://www.kmt-cci.or.jp/seminar/detail.php?id=20181214211357
高い創業意欲と創造性、チャレンジ精神を有する起業家（起業
前～起業後 2 年以内）を対象にビジネスプランを募集し、 新規性
や独創性、実現可能性に秀でたビジネスプランを表彰します。ま
た、同日は特別講演会の講師として、大学発ベンチャーの第一人
者である東京大学の各務教授をお呼びしております。
詳細は下記をご覧ください。
【日 時】平成 31 年 1 月 20 日(日) 13：00 より
【会 場】熊本商工会議所 6 階会議室
（熊本市中央区横紺屋町１０）
【定 員】50 名（先着順）
【対 象】熊本市内にて起業予定の方

いつか起業したいと考えている方
起業後 2 年以内の方
熊本商工会議所管内の中小企業社および従業員の方
支援機関の方

など

【受講料】無料
【講 師】東京大学 教授 経営学博士
産学協創推進本部 イノベーション推進部長
各務 茂夫

氏

※詳細、申込等につきましては、上記 URL よりご覧ください。
【問合せ先】熊本商工会議所 経営金融課
Tel 096-354-6688

───────────────────────────────
◆創造的復興へ向けた海外展開フォーラム
http://www.kmt-cci.or.jp/seminar/detail.php?id=20181213173521
「輸出に関心はあるが難しそう、県内企業の事例を聞きたい」、
「現在取り組み中だがヒントを得たい」等、幅広い業種の方々にご参
考にして頂ける内容です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。
【日 時】平成 31 年 1 月 22 日(火)13：30～17：00
【会 場】ホテル日航熊本 5F 天草
【定 員】250 名
【参加費】無料
※詳細、申込等につきましては、上記 URL よりご覧ください。

【問合せ先】熊本商工会議所 経営支援部
Tel 096-354-6688

───────────────────────────────
◆事業承継の初めの一歩！
経営の「見える化＆磨き上げ」講座
http://www.kmt-cci.or.jp/seminar/detail.php?id=20181126133700
「後継者不足」による中小企業の廃業が増加している中で、事業
承継の重要性が見直されています。今回のセミナーでは、事業承継
の「初めの一歩」である、自社の経営の見える化＆磨き上げにスポッ
トを当て、分かり易く解説します。「事業承継は、まだまだ先の問
題」とお考えの経営者の皆様にも役立つ内容となっています。
是非ご参加ください。
【日 時】平成 31 年 1 月 23 日(水)18：00～20：00
【会 場】熊本商工会議所 6 階会議室
【定 員】30 名
【受講料】会員：無料（非会員：3,240 円）
【講 師】本郷経営研究所 本郷誠 氏
※詳細、申込等につきましては、上記 URL よりご覧ください。
【問合せ先】熊本商工会議所 商工観光振興課
Tel 096-354-6688

───────────────────────────────

◆企業防衛のためのメンタルヘルス対策セミナー
http://www.kmt-cci.or.jp/seminar/detail.php?id=20190111155636
「健康経営」という言葉が世の中に浸透しつつあり、従業員の安
全・健康管理はマネジメントの最重要課題の一つに位置付けられて
います。今回は、最近増加している精神障害による休職・復職に焦
点をあて、メンタルヘルスの現状、基礎知識、休職中のリスクと対
策・諸手当制度等実践的な対策を解説します。
【日 時】平成 31 年 2 月 27 日(水) 14：00～16：30（13：30 開場）
【会 場】ホテル メルパルク熊本（中岳）
（熊本市中央区水道町 14-1）
【定 員】100 名（先着順）
【参加費】無料
※詳細、申込等につきましては、上記 URL よりご覧ください。
【問合せ先】熊本商工会議所 会員サービス部
Tel 096-354-6688

───────────────────────────────
◆『熊本市小規模事業者持続化補助金説明会』開催のお知らせ
http://www.kmt-cci.or.jp/seminar/detail.php?id=20181218112356
今年度に公募された熊本市小規模事業者持続化補助金の事業実施期
限が 2 月末に迫っております。 疑問点の解消と見落とし事項の再確認
として、是非ご参加ください。

【日 時】①平成 31 年 1 月 23 日(水) 10：00～12：00
②平成 31 年 2 月 13 日(水) 13：30～15：30
【会 場】熊本商工会議所 6 階会議室
（熊本市中央区紺屋町 10）
【定 員】各日 30 名（先着順）
【対 象】熊本市小規模事業者持続化補助金(1 次･2 次)採択事業者
【受講料】無料
【講 師】㈲Biz Assist 代表取締役 森田欣典 氏
（IT コーディネータ/熊本県よろず支援拠点コーディネーター）
※詳細、申込等につきましては、上記 URL よりご覧ください。
【問合せ先】熊本商工会議所 専門指導課
Tel 096-354-6688

───────────────────────────────
◆TPP11 活用推進とベトナム市場におけるビジネスのポイント
―中小企業の取組事例も交えて―
https://www.jetro.go.jp/events/kum/ddf80d8412c3a16e.html
【日 時】平成 31 年 1 月 28 日(月) 13：30～15：30（受付開始：13：00～）
【会 場】熊本商工会議所 6 階会議室
【定 員】40 名
【参加費】無料

【講 師】ジェトロ海外調査部 アジア大洋州課
課長代理 小林 恵介 氏
※詳細、申込等につきましては、上記 URL よりご覧ください。
【問合せ先】熊本商工会議所 経営支援部
Tel 096-354-6688

───────────────────────────────
◆平成 30 年度各種検定試験のご案内
http://www.kmt-cci.or.jp/authorization/
商工会議所の検定試験は、ビジネス実務に直結する技能を重
視し、企業が必要とする人材の育成を目的に実施しています。
是非、人材育成、人事評価などにお役立てください。
◆簿記検定
【試験科目】2～3 級
【試 験 日】平成 31 年 2 月 24 日(第 4 日曜日)
【申込期間】(窓 口) 12 月 17 日(月)～平成 31 年 1 月 22 日(火)
(インターネット) 12 月 17 日(月)～平成 31 年 1 月 24 日(木)
◆リテールマーケティング検定(販売士)
【試験科目】1～3 級
【試 験 日】平成 31 年 2 月 20 日(第 3 土曜日)
【申込期間】(窓 口) 12 月 17 日(月)～平成 31 年 1 月 22 日(火)
(インターネット) 12 月 17 日(月)～平成 31 年 1 月 24 日(木)
※主な検定のみ掲載しております。詳細につきましては
上記 URL をご覧ください。
【問合せ先】熊本商工会議所 会員サービス課
Tel 096-354-6688

〓〓〓〓【 熊本商工会議所 Express!!】〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
ご意見、配信中止、配信先変更などに関する手続きなどは以下の
メールアドレスからお願いします。
express@kmt-cci.or.jp
本メールマガジン掲載情報に関するお問い合わせは
TEL:096-354-6688 FAX:096-352-5202
E-mail:info@kmt-cci.or.jp
熊本商工会議所までお気軽にどうぞ！
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